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順位 氏　　名 打数計 チーム 氏　　名

1位 村上　忠己 18 津島東B 堤　　正通

2位 堤　　正通 20 船小屋A 野田　英治

3位 中村紀代美 21 津島西B 庄山佳志子

4位 北島フキ子 23 津島東A 村上　満枝

庄山佳志子 23 志A 北島フキ子

村上　満枝 23 津島東A 村上　忠己

7位 大塚　敏男 23 尾島A 中村紀代美

8位 尋木　史枝 26 津島東B

9位 堤　　敏子 26 船小屋A

10位 佐藤　安雄 27 津島東A

チーム

(敬称略)

※ご注意：同打数の場合、

　年齢で順位決定
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個人賞
【 １位～１０位 】

ホールインワン賞
【 ７名 】

水洗小学校・水洗校区コミュニティ協議会共催（基本事業）

「守るッ隊の方々への感謝のつどい」

１１月３日（火・祝）、水洗小学校にお

いて、標記感謝のつどいが開催され、守る

ッ隊の方１２名（活動者数４７名）と駐在

所日高様が参加されました。

セレモニーでは、日頃の見守り活動への

感謝をこめて、守るッ隊の方々へ、子ども

達よりお礼の手紙が渡されました。川島校

長先生や近藤PTA会長からも、保護者の皆

さんと共に感謝を伝えられました。

その後、学習発表会があり、子ども達の

一生懸命な姿に温かい拍手が贈られました。

今後とも見守り活動、お願いいたします。

※ 上記行事予定につきましては、新型コロナウイルスの状況により中止・延期の可能性もありますのでご了承ください。

☆ 開所時間 ☆

９時００分～１２時００分／

１３時００分～１７時００分

≪仕事の都合で開所日、開所時間や昼休みの時間が変わる事もあります≫ 

ひとこと・・・

早いものでもう12月です。
今年は、新型コロナに最後まで振り回された年となりました。
現在、第三波到来の様相を呈していますが、引き続き正しく

恐れながら必要な感染予防に努め、良い年を迎えたいものです。

★協議会、広報へのご意見・感想、または地域の情報をお寄せ
ください。

水洗校区コミュニティ協議会 牛嶋 真由美

守るッ隊の皆さんへ

いつも毎日朝早くか

ら私達のためにおうだ

ん歩道などで事故など

にならないようにして

くださってありがとう

ございます。

(水洗小学校５年児童より)
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水洗校区コミュニティ協議会主催（基本事業）

「第１９回 水洗校区グラウンドゴルフ大会」

１１月２１日（土）、水洗小学校グラウ

ンドにおいて標記大会が開催されました。

各行政区選出の選手（計６０名）・実行

委員・審判員・集計員・スポーツ推進員・

救護係・事務局、その他応援の皆さんが集

まり、賑やかにスタートしました。

晴天の中、スポーツを楽しみながら、交

流することができ、会場は笑いにあふれて

いました。

今回、コロナ禍の中、

感染防止対策に、皆さ

ん快くご協力いただき

ました。お陰さまで無

事大会を開催すること

ができました。ありが

とうございました。
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※ 時間内でも外出している場合があります

お休み：土・日・祝
（お正月休み：１２月２９日～１月５日）

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 1 2

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9

13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16

20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23

27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30

31

12月 1月

✿ みんなが出るテレビ「福岡みんなのリモート運動会」へ 水洗小学校 出演 ✿

□ 放 送 局： NHK

□ 放 送 日： 令和２年１２月１２日（土）１３時５０分～１６時２５分

□ 内容(予定) ： 生放送で県内２０チームをリモートで結び「みんなの運動会」を開催

代表児童からお礼のお手紙

守るッ隊の方からのあいさつ

★ 学習発表会を参観 ★

ニアピン競技

日　付 曜日 内　　容 場　　所

12月 1日 （火） 屋須田神社例祭（火の神様） 船小屋若宮神社

6日 （日） 水洗小学校ＰＴＡ資源ごみ回収　雨天：12/13に延期 水洗校区内

9日 （水） 尾島地域憩いの場　１３時３０分～ 尾島公民館

八幡神社　祭礼 八幡神社

第70回役員会　19時～ 志公民館

20日 （日） 津島西デイサービス 津島西公民館

23日 （水） 尾島地域憩いの場　１３時３０分～ 尾島公民館

24日 （木） 水洗小学校　2学期終業式 水洗小学校

28日 （月） 年末夜警 船小屋消防小屋

16日 （水）

https://2.bp.blogspot.com/-rHC9mSfhMB0/UYG5OqwJ-OI/AAAAAAAARBA/LAIB6Rvs2Wk/s600/wedding_bouquet.png
https://4.bp.blogspot.com/-tap-4_bgqig/VIKnAnx9sRI/AAAAAAAApa4/2mquW9WT1SA/s800/christmas_santa_hello.png
https://1.bp.blogspot.com/-AuibAmDzmmw/VkqPPgc6ZaI/AAAAAAAA0iQ/tvtpcrtMANU/s800/toshikoshi_soba_animal.png
https://3.bp.blogspot.com/-GCKpHvUQ5K0/UYzZa6ZVyhI/AAAAAAAAR5o/K4XeD3K1ia4/s800/joyanokane.png
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あいさつ運動

１１月４日（水）、水洗小学校正門前・児童

昇降口にてあいさつ運動がおこなわれました。

登校してきた

子どもたちは、

市長、地域の

方、PTAの方、

先生方 などと、

元気に 挨拶を

かわしました。

第６９回水洗校区

コミュニティ協議会役員会

【議題】

１ 市役所より
・「職員地域応援隊」水洗校区メンバー挨拶

・新型コロナ感染拡大防止と催し物の再開について

２ 水洗小学校より(川島校長先生)

３ 駐在所より(日高 様)

４ 再編新設小学校に関する意見交換会

５ 部会の実施状況について

６ その他の土嚢配付・作成協力)

７ 事務局 広報紙１２号原案提示他

～次回役員会 １２月１６日（水）１９時より

健全育成事業「ちっご教育の日」関連事業

青少年健全育成のための意見発表会

１１月１日（日）、サザンクス筑後にて標記

発表会が開催されました。

水洗小学校からは、５年生の髙居沙和さんが、

「自然や動物を守ってくれたシートン」という

題名で発表しました。

髙居さんは、自然保護に

尽くしたシートンの伝記を

読み、将来、獣医師になり、

世界中の動物や自然を守り

助けていきたいとの思いを

発表されました。今後の目

標を掲げ、着実に夢に向か

って進まれることでしょう。

１１月１８日（水）

第1回生活環境部会の報告

１０月３０日（金）、津島東公民館におい
て、第１回生活環境部会がおこなわれ、部会
担当者とコミュニティ協議会役員、駐在所日
高様にお集まりいただきました。

最初に、市のかんきょう課より「食品ロス
と３０・１０運動」についてご講話いただき
ました。食品ロスの現状、削減するための工
夫や身近なところから始められる取り組みな
どを詳しく教えていただきました。

次に、当部会の今年度活動予定「校区クリ
ーン作戦」について協議いたしました。

最後に、生活環境部会関連の各行政区・団
体の活動状況を確認し、様々なご意見や問題
点について話し合いました。

今後も、快適な生活環境づくりのため、校
区の皆様のご協力をよろしくお願いします。

水洗校区コミュニティ協議会主催（基本事業） ★新事業★

１０月３１日（土）、筑後広域公園において標記大会が開催されました。

大会当日は、晴天に恵まれすがすかしい朝となり、参加者５３名とスタッフ

の計７２名が公園のステージ前に集まりました。

最初に、主催者のコミュニティ協議会下川会長から挨拶がありました。

次に、ウォーキング前に準備運動をおこない、５㎞コースと２㎞コースで別

々にスタートしました。公園内の秋の紅葉を楽しみながら歩くことで、心もか

らだもリフレッシュできたようです。

第１回大会に多くの皆様にご参加いただきありがとうございました。運動の

効果を高めるためにも、今後も自分のペースで運動を続けていきましょう。

農事組合法人「いまでら」

新米の贈呈

１０月２７日（火）、津島西行政区の農事組

合法人「いまでら」より、ソフトバンクホーク

ス２軍選手寮「若鷹寮」にて、選手の皆さんに

新米１５０㎏が贈られました。

毎年、地域貢献の一環として、区内住民の方

に新米が贈られており、今年で５年目になりま

す。

この新米を

食べて、今後

益々ご活躍さ

れることを応

援しています。

第１回
船小屋駐在所 講話

１１月１５日（日）、津島東デイサービスに

て、駐在所日高様による「詐欺や交通事故」に

ついての講話

がおこなわれ

ました。
(尾島老人会でも

11/27講話予定)

✿ 12月６日(日)ＰＴＡ資源ごみ回収 ✿

１２月６日（日）水洗小学校ＰＴＡ資源ごみ

回収が予定されています。雨天の場合は、１２

月１３日（日）に延期になります。

水洗校区の皆様のご協力

をお願いします。

ご協力を

お願いします

健康・福祉部会からのお知らせ

３月まで「子育てサロン」中止

子育てサロンは、新型コロナウイルス感染

拡大防止のため、３月まで中止となりました。

【講話内容】

・ごみの分別

の仕方

・食品ロスと

ごみ減量

・３０・１０

運動

・地球温暖化

を防ぐには

準備運動を村上一彦様(津島東在住)にご指導いただきました。５㎞コース スタート

【ウォーキングの様子】
景色を楽しみながら歩きました。

【新型コロナ対策】
消毒・検温等の実施

【 主催者挨拶 】
コミュニティ協議会

会長 下川 廣志

生活環境部会

下川 浩道 部会長

２㎞コース スタート


